
高校男子4X100mR
審 判 長：橋本　忠志
記録主任：山下　真一

日本高校記録(NHR)            39.57     京都・洛南(和田・宮本・井本・平賀)    2017
福岡県高校記録(FHR)          40.47     福岡・八女工(江藤・中村・本木・岩城)  2013
福岡県高校記録(FHR)          40.47     福岡・東福岡(河野・山本・木下・宮崎)  2018 6月29日 10:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 福岡第一高 801 山口　藩(01) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾞﾝ 43.34 1 7 青豊高 753 岩田　政斗(02) ｲﾜﾀ ﾏｻﾄ 42.39
806 糸瀬　謙志郎(03) ｲﾄｾ ｹｲｼﾛｳ 756 中松　和斗(04) ﾅｶﾏﾂ ｶｽﾞﾄ
803 古川　道也(02) ﾌﾙｶﾜ ﾄｳﾔ 755 鬼塚　朋裕(03) ｵﾆﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ
804 浜田　聖也(03) ﾊﾏﾀﾞ ｾｲﾔ 754 大力　龍人(02) ﾀﾞｲﾘｷ ﾘｭｳﾄ

2 7 福大若葉高 813 金丸　祥多(03) ｶﾈﾏﾙ ｼｮｳﾀ 44.33 2 4 東筑紫学園高 777 鎌田　博之(01) ｶﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ 42.40
815 池田　理人(03) ｲｹﾀﾞ ﾘﾄ 778 島戸　陸来(01) ｼﾏﾄ ﾘｸ
817 山下　英太郎(03) ﾔﾏｼﾀ ｴｲﾀﾛｳ 779 平城　佳典(01) ﾋﾗｷ ﾖｼﾉﾘ
816 渋谷　拓翔(03) ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾄ 781 山口　優音(02) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

3 8 高稜高 717 安高　弘将(01) ｱﾀｶ ﾋﾛﾏｻ 44.50 3 5 大牟田高 698 江崎　亮太(03) ｴｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 42.82
720 山下　倖誠(02) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｾｲ 694 荒木　龍也(02) ｱﾗｷ ﾀﾂﾔ
722 江頭　優弥(03) ｴｶﾞｼﾗ ﾏｻﾔ 695 柿原　蓮音(03) ｶｷﾊﾗ ﾚﾝﾄ
718 立岩　恭侑(01) ﾀﾃｲﾜ ｷｮｳｽｹ 693 伊藤　侑(02) ｲﾄｳ ﾀｽｸ

4 9 修猷館高 743 上野　快倭(02) ｳｴﾉ ｶｲ 44.56 4 2 直方高 775 吉川　那祥(01) ﾖｼｶﾜ ﾀﾞﾅ 43.19
745 白濱　紘太(03) ｼﾗﾊﾏ ｺｳﾀ 776 田中　晧介(02) ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
746 波多江　貴斗(01) ﾊﾀｴ ﾀｶﾄ 773 押方　寛都(02) ｵｼｶﾀ ﾋﾛﾄ
744 戸高　大介(02) ﾄﾀﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 771 石坂　仁(01) ｲｼｻｶ ｼﾞﾝ

5 3 西南学院高 749 室井　康利(02) ﾑﾛｲ ﾔｽﾄｼ 45.18 5 3 福工大城東高 795 松崎　太智(02) ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 43.78
747 立石　明日風(03) ﾀﾃｲｼ ｱｽｶ 796 山見　昂大(01) ﾔﾏﾐ ｺｳﾀﾞｲ
752 高口　秀治(03) ｺｳｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 797 土居　俊弥(02) ﾄﾞｲ ｼｭﾝﾔ
748 東　　雅樹(03) ﾋｶﾞｼ ﾏｻｷ 798 小泉　裕太(01) ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ

6 4 八女学院高 820 淺田　晋作(03) ｱｻﾀﾞ ｼﾝｻｸ 45.33 6 9 春日高 700 河野　隼人(02) ｶﾜﾉ ﾊﾔﾄ 44.00
819 松尾　航希(01) ﾏﾂｵ ｺｳｷ 699 灰原　拓磨(01) ﾊｲﾊﾗ ﾀｸﾏ
823 村上　陽紀(02) ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ 702 小村　太洋(03) ｺﾑﾗ ﾀｲﾖｳ
821 伊藤　颯翔(02) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 701 横枕　壮(02) ﾖｺﾏｸﾗ ｿｳ

7 2 糸島高 690 宮崎　翔吾(01) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 45.36 7 8 中間高 766 中﨑　憲太郎(01) ﾅｶｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 44.25
692 柴田　哲(02) ｼﾊﾞﾀ ﾃﾂ 768 伊藤　奏汰(03) ｲﾄｳ ｶﾝﾀ
689 定宗　一汰(02) ｻﾀﾞﾑﾈ ｲｯﾀ 769 衛藤　光佑(02) ｴﾄｳ ｺｳｽｹ
691 山邊　裕斗(01) ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳﾄ 770 鳴海　陽太(02) ﾅﾙﾐ ﾖｳﾀ

8 6 古賀竟成館高 726 坂本　海(03) ｻｶﾓﾄ ｶｲ 46.03 6 東筑高 DNS
725 中野　智博(02) ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ
723 川端　匠(02) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ
727 鶴田　瑞葵(04) ﾂﾙﾀ ﾐｽﾞｷ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 福大大濠高 810 新開　俊智(01) ｼﾝｶｲ ﾊﾔﾄ 41.28
807 今泉　堅貴(01) ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝｷ
809 荒木　文登(02) ｱﾗｷ ﾌﾐﾄ
808 野田　雄也(01) ﾉﾀﾞ ﾕｳﾔ

2 6 東福岡高 788 西山　雄志(03) ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼ 41.34
787 齋藤　那生(03) ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞ
785 宮﨑　匠(01) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ
784 木下　凜太郎(01) ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

3 5 九産大九州高 716 近藤　晴斗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 42.02
714 山脇　崇佐 ﾔﾏﾜｷ ｼｭｳｽｹ
712 辻野　飛翔 ﾂｼﾞﾉ ﾂﾊﾞｻ
715 松本　彪河 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ

4 2 自由ケ丘高 736 片多　永遠(02) ｶﾀﾀ ﾄﾜ 42.50
740 宮原　陽大(02) ﾐﾔﾊﾗ ﾊﾙﾄ
735 荒牧　伸哉(01) ｱﾗﾏｷ ｼﾝﾔ
739 藤井　陽土(02) ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾄ

5 8 八女工高 825 坂田　忠洋(01) ｻｶﾀ ﾀﾀﾞﾋﾛ 42.87
824 大石　大悟(01) ｵｵｲｼ ﾀﾞｲｺﾞ
826 西本　善喬(01) ﾆｼﾓﾄ ﾖｼﾀｶ
827 市来　聖翔(02) ｲﾁｷ ｾｲﾔ

6 9 福岡高 790 北城戸　幸紀(01) ｷﾀｷﾄﾞ ｺｳｷ 43.01
789 岩永　孝太(01) ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳﾀ
791 桑原　樹(01) ｸﾜﾊﾗ ｲﾂｷ
792 篠原　佑汰(02) ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀ

7 3 小倉東高 731 江口　大貴(02) ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 43.14
729 佐伯　亮汰(01) ｻｴｷ ﾘｮｳﾀ
734 山本　一輝(02) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ
730 土谷　駿輔(02) ﾂﾁﾔ ｼｭﾝｽｹ

8 7 九産大九産高 705 圓能寺　秀太(01) ｴﾝﾉｳｼﾞ ｼｭｳﾀ 43.58
706 宮﨑　純太朗(01) ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ

710 中西　龍哉(03) ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾔ
707 望田　勝馬(01) ﾓﾁﾀﾞ ｶﾂﾏ

凡例  DNS:欠場



高校男子4X100mR
審 判 長：橋本　忠志
記録主任：山下　真一

日本高校記録(NHR)            39.57     京都・洛南(和田・宮本・井本・平賀)    2017
福岡県高校記録(FHR)          40.47     福岡・八女工(江藤・中村・本木・岩城)  2013
福岡県高校記録(FHR)          40.47     福岡・東福岡(河野・山本・木下・宮崎)  2018 6月29日 10:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 福大大濠高 10257 新開　俊智(01) ｼﾝｶｲ ﾊﾔﾄ 41.28
今泉　堅貴(01) ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝｷ
荒木　文登(02) ｱﾗｷ ﾌﾐﾄ
野田　雄也(01) ﾉﾀﾞ ﾕｳﾔ

2 東福岡高 10208 西山　雄志(03) ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｼ 41.34
齋藤　那生(03) ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞ
宮﨑　匠(01) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ
木下　凜太郎(01) ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ

3 九産大九州高 10047 近藤　晴斗 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 42.02
山脇　崇佐 ﾔﾏﾜｷ ｼｭｳｽｹ
辻野　飛翔 ﾂｼﾞﾉ ﾂﾊﾞｻ
松本　彪河 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ

4 青豊高 10144 岩田　政斗(02) ｲﾜﾀ ﾏｻﾄ 42.39
中松　和斗(04) ﾅｶﾏﾂ ｶｽﾞﾄ
鬼塚　朋裕(03) ｵﾆﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ
大力　龍人(02) ﾀﾞｲﾘｷ ﾘｭｳﾄ

5 東筑紫学園高 10200 鎌田　博之(01) ｶﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ 42.40
島戸　陸来(01) ｼﾏﾄ ﾘｸ
平城　佳典(01) ﾋﾗｷ ﾖｼﾉﾘ
山口　優音(02) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

6 自由ケ丘高 10102 片多　永遠(02) ｶﾀﾀ ﾄﾜ 42.50
宮原　陽大(02) ﾐﾔﾊﾗ ﾊﾙﾄ
荒牧　伸哉(01) ｱﾗﾏｷ ｼﾝﾔ
藤井　陽土(02) ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾄ

7 大牟田高 10019 江崎　亮太(03) ｴｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 42.82
荒木　龍也(02) ｱﾗｷ ﾀﾂﾔ
柿原　蓮音(03) ｶｷﾊﾗ ﾚﾝﾄ
伊藤　侑(02) ｲﾄｳ ﾀｽｸ

8 八女工高 10311 坂田　忠洋(01) ｻｶﾀ ﾀﾀﾞﾋﾛ 42.87
大石　大悟(01) ｵｵｲｼ ﾀﾞｲｺﾞ
西本　善喬(01) ﾆｼﾓﾄ ﾖｼﾀｶ
市来　聖翔(02) ｲﾁｷ ｾｲﾔ

凡例  DNS:欠場



中学男子4X100mR
審 判 長：橋本　忠志
記録主任：山下　真一

日本中学記録(NJHR)           42.40     滋賀・米原双葉(鍋島・西村・西野・須戸)2017
福岡県中学記録(FJHR)         43.01     福岡・福大大濠(内田・今泉・今泉・野田)2016 6月29日 10:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 9 姪浜中 649 角口　輝 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｺｳ 45.41 1 8 高取中 582 古河　和樹(04) ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 45.31
651 岡本　大輝 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 581 バラーシュ　怜央(04) ﾊﾞﾗｰｼｭ ﾚｵ
653 土生　庵 ﾊﾌﾞ ｲｵﾘ 579 清水　太一(04) ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ
650 七島　瑞樹 ﾅﾅｼﾏ ﾐｽﾞｷ 580 田中　海帆(04) ﾀﾅｶ ｶｲﾎ

2 4 和白丘中 680 春日　寛太(05) ｶｽｶﾞ ｶﾝﾀ 46.74 2 4 前原東中 634 掛川　元輝(05) ｶｹｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 46.27
676 上薗　亜里久(03) ｳｴｿﾞﾉ ｱﾘｸ 633 村上　寛晃(04) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｱｷ
679 勝呂　康平(05) ｶﾂﾛ ｺｳﾍｲ 631 下田　空史(05) ｼﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ
678 園本　惺弥(05) ｿﾉﾓﾄ ｾｲﾔ 632 今神　智哉(04) ｲﾏｶﾞﾐ  ﾄﾓﾔ

3 8 行橋中 669 古閑　寛大 ｺｶﾞ ｶﾝﾀ 46.79 3 5 香椎第３中 526 添田　竜波(05) ｿｴﾀﾞ ﾘｭｳﾊ 46.53
666 池田　耀兵 ｲｹﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 529 内海　雄太(05) ｳﾂﾐ ﾕｳﾀ
667 繁永　幸弥 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾕｷﾔ 528 生田　瑛悟(05) ｲｸﾀ ｴｲｺﾞ
668 村田　勇気 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 530 籾井　天徳(05) ﾓﾐｲ ﾀｶﾉﾘ

4 2 宮若東中 644 八窪　柊汰(04) ﾔｸﾎﾞ ｼｭｳﾀ 46.91 4 9 香椎第２中 533 大野　紀弥(04) ｵｵﾉ ﾓﾄﾔ 46.74
646 田中　友大(05) ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 534 阿南　皓登(05) ｱﾅﾝ ﾋﾛﾄ
647 渡邊　健琉(06) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 535 福江　万丈(05) ﾌｸｴ ﾊﾞﾝｼﾞｮｳ
643 小林　駿也(04) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 531 村岡　作樹(04) ﾑﾗｵｶ ﾄﾓｷ

5 5 平尾中 625 植村　楓真(04) ｳｴﾑﾗ ﾌｳﾏ 47.55 5 2 篠栗中 556 小林　千騎(05) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 47.05
628 清水　雄太(04) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 557 中村　海利(04) ﾅｶﾑﾗ  ｶｲﾘ
627 熊川　敢太(05) ｸﾏｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 559 竹中　一吹(04) ﾀｹﾅｶ ｲﾌﾞｷ
629 森山　侑太郎(05) ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 558 古屋　孔誠(04) ﾌﾙﾔ ｺｳｾｲ

6 7 友泉中 662 井上　貴陽(05) ｲﾉｳｴ ﾀｶﾊﾙ 47.75 6 3 筑紫野南中 591 塚本　凌雅(05) ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 47.75
661 古森　悠斗(04) ｺﾓﾘ ﾊﾙﾄ 590 山内　雅也(04) ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾔ
665 村山　海翔(06) ﾑﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 594 小田原　大翔(04) ｵﾀﾞﾊﾗ ﾀｲﾄ
663 河野　心風(05) ｺｳﾉ ﾁｶｾﾞ 589 西川　昇汰(04) ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾀ

7 6 筑紫丘中 584 堀尾　晃輝(04) ﾎﾘｵ ｺｳｷ 48.62 7 7 玄洋中 551 橋口　泉深(04) ﾊｼｸﾞﾁ ｲｼﾝ 48.18
586 岩本　洸季(04) ｲﾜﾓﾄ ｺｳｷ 554 梶山　陽桜(05) ｶｼﾞﾔﾏ ﾋｮｳ
585 大江田　琉偉(04) ｵｵｴﾀﾞ ﾙｲ 552 宮口　就(04) ﾐﾔｸﾞﾁ ｼｭｳ
583 髙倉　佑斗(04) ﾀｶｸﾗ ﾕｳﾄ 553 吉岡　拓海(04) ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ

3 学業院中 DNS 6 吉田中 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 百道中 658 榎　祥吾(05) ｴﾉｷ ｼｮｳｺﾞ 45.16 1 7 前原西中 683 坂和　一志(04) ｻｶﾜ ｶｽﾞｼ 44.73
655 上野　優晟(04) ｳｴﾉ ﾕｳｾｲ 685 福田　拓真(04) ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ
657 飯田　雅陸(05) ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 684 田中　健士郎(04) ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ
656 小林　輝瑠(04) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 682 藤本　竜飛(04) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾋ

2 4 諏訪中 569 小野　慧大(04) ｵﾉ ｹｲﾀ 45.24 2 5 春日野中 539 上村　匠(04) ｳｴﾑﾗ ｼｮｳ 44.95
568 中村　春希(04) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 538 大野　聡(04) ｵｵﾉ ｻﾄｼ
567 村木　勇大(05) ﾑﾗｷ ﾊﾔﾀ 537 杉　哲平(04) ｽｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
570 村岡　裕斗(04) ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾄ 542 宮本　桐斗(05) ﾐﾔﾓﾄ ｷﾘﾄ

3 6 三橋中 637 阿志賀　聖矢(04) ｱｼｶﾞ ｾｲﾔ 45.33 3 3 梅林中 510 今村　斗哉(05) ｲﾏﾑﾗ ﾄｳﾔ 45.11
638 下川　明裕(04) ｼﾓｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 507 梅村　寛亮(04) ｳﾒﾑﾗ ｶﾝｽｹ
640 古賀　晴樹(04) ｺｶﾞ ﾊﾙｷ 511 櫛橋　怜介(05) ｸｼﾊｼ ﾘｮｳｽｹ
639 井口　裕章(04) ｲｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 508 末原　守(04) ｽｴﾊﾗ ﾏﾓﾙ

4 9 城山中 563 四宮　諒士(04) ｼﾉﾐﾔ ﾘｮｳｼﾞ 45.91 4 8 那珂川南中 607 田中　拓実(04) ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 45.28
562 繁永　樹(04) ｼｹﾞﾅｶﾞ ｲﾂｷ 608 木村　琉聖(04) ｷﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
561 川元　陽斗(04) ｶﾜﾓﾄ ﾊﾙﾄ 609 津田　龍兵(04) ﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ
564 油布　悠(04) ﾕﾌ ﾕｳ 610 津田　恭兵(04) ﾂﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

5 8 飯塚第一中 506 栗山　聡太(05) ｸﾘﾔﾏ ｿｳﾀ 45.98 5 6 西福岡中 613 井出　瑞稀(05) ｲﾃﾞ ﾐｽﾞｷ 45.31
502 中垣　光晴(04) ﾅｶｶﾞｷ ｺｳｾｲ 616 前川　隼之輔(05) ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
503 中園　真史(05) ﾅｶｿﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ 615 姜　賢秀(05) ｶﾝ ﾋｮﾝｽ
504 中山　善(04) ﾅｶﾔﾏ ｾﾞﾝ 614 野田　周作(04) ﾉﾀﾞ ｼｭｳｻｸ

6 2 那珂中 596 畑野　友哉(04) ﾊﾀﾉ ﾄﾓﾔ 46.56 6 4 河東中 544 丸林　陽一(04) ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁ 45.34
600 井手迫　海翔(05) ｲﾃﾞｻｺ ｶｲﾄ 543 平野　翔大(04) ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ
599 寺﨑　裡央(05) ﾃﾗｻｷ ﾘｵ 545 園田　虹輝(05) ｿﾉﾀﾞ ｺｳｷ
595 吉川　喜理(04) ﾖｼｶﾜ ｷﾘ 546 吉田　隼翔(05) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ

7 5 大野東中 517 永友　熙(04) ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋｶﾙ 46.86 7 9 沼中 620 岩田　流亜(04) ｲﾜﾀ ﾙｱ 45.53
518 近藤　千策(05) ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｻｸ 619 野﨑　文陽(04) ﾉｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
515 末吉　温(04) ｽｴﾖｼ ﾊﾙ 621 藤堂　晴希(04) ﾄｳﾄﾞｳ ﾊﾙｷ
516 田中　岳(04) ﾀﾅｶ ｶﾞｸ 622 吉村　悠真(04) ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾏ

8 3 長尾中 604 吉田　吏輝(04) ﾖｼﾀﾞ ﾘｷ 47.22 8 2 西南学院中 577 伊藤　晴之助(04) ｲﾄｳ ﾊﾙﾉｽｹ 46.50
602 樋口　輝流斗(04) ﾋｸﾞﾁ ｷﾘﾄ 576 松田　叡樹(04) ﾏﾂﾀﾞ ｴｲｼﾞｭ
603 二羽　勝士(04) ﾌﾀﾊﾞ ｶﾂﾄ 574 赤嶺　勇(04) ｱｶﾐﾈ ﾕｳ
601 中村　凌太郎(04) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 578 汐待　遥磨(05) ｼｵﾏﾁ ﾊﾙﾏ



タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 前原西中 20501 坂和　一志(04) ｻｶﾜ ｶｽﾞｼ 44.73
福田　拓真(04) ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾏ
田中　健士郎(04) ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ
藤本　竜飛(04) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾋ

2 春日野中 20097 上村　匠(04) ｳｴﾑﾗ ｼｮｳ 44.95
大野　聡(04) ｵｵﾉ ｻﾄｼ
杉　哲平(04) ｽｷﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
宮本　桐斗(05) ﾐﾔﾓﾄ ｷﾘﾄ

3 梅林中 20040 今村　斗哉(05) ｲﾏﾑﾗ ﾄｳﾔ 45.11
梅村　寛亮(04) ｳﾒﾑﾗ ｶﾝｽｹ
櫛橋　怜介(05) ｸｼﾊｼ ﾘｮｳｽｹ
末原　守(04) ｽｴﾊﾗ ﾏﾓﾙ

4 百道中 20410 榎　祥吾(05) ｴﾉｷ ｼｮｳｺﾞ 45.16
上野　優晟(04) ｳｴﾉ ﾕｳｾｲ
飯田　雅陸(05) ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾀｶ
小林　輝瑠(04) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ

5 諏訪中 20193 小野　慧大(04) ｵﾉ ｹｲﾀ 45.24
中村　春希(04) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
村木　勇大(05) ﾑﾗｷ ﾊﾔﾀ
村岡　裕斗(04) ﾑﾗｵｶ ﾕｳﾄ

6 那珂川南中 20292 田中　拓実(04) ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 45.28
木村　琉聖(04) ｷﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
津田　龍兵(04) ﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ
津田　恭兵(04) ﾂﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ

7 西福岡中 20299 井出　瑞稀(05) ｲﾃﾞ ﾐｽﾞｷ 45.31
前川　隼之輔(05) ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
姜　賢秀(05) ｶﾝ ﾋｮﾝｽ
野田　周作(04) ﾉﾀﾞ ｼｭｳｻｸ

8 高取中 20230 古河　和樹(04) ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 45.31
バラーシュ　怜央(04) ﾊﾞﾗｰｼｭ ﾚｵ
清水　太一(04) ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ
田中　海帆(04) ﾀﾅｶ ｶｲﾎ
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ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 修猷館高 724 井原　茜(01) ｲﾊﾗ ｱｶﾈ 47.87 1 3 宗像高 790 野添　葵(03) ﾉｿﾞｴ ｱｵｲ 50.40
728 末光　琴梨(02) ｽｴﾐﾂ ｺﾄﾘ 791 今村　美月(02) ｲﾏﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ
725 金　普恩(01) ｷﾑ ﾒｸﾞﾐ 792 矢野　登子(03) ﾔﾉ ﾄｳｺ
726 田中　安津子(02) ﾀﾅｶ ｱﾂｺ 793 和久利　菜桜(03) ﾜｸﾘ ﾅｵ

2 7 西南学院高 733 瀧口　友美(03) ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾐ 49.71 2 6 東筑紫学園高 761 岡本　くるみ(04) ｵｶﾓﾄ ｸﾙﾐ 51.07
734 得能　玲那(03) ﾄｸﾉｳ ﾚｲﾅ 763 原田　怜奈(03) ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾅ
730 桑山　理子(02) ｸﾜﾔﾏ ﾘｺ 762 貞國　真鈴(03) ｻﾀﾞｸﾆ ﾏﾘﾝ
731 後藤　紗衣(02) ｺﾞﾄｳ ｻｴ 764 播磨　美翔(04) ﾊﾘﾏ ﾐｳ

3 9 高稜高 706 德永　侑奈(01) ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾅ 50.17 3 7 福岡雙葉高 778 辛島　みや(01) 51.45
708 松井　志央理(01) ﾏﾂｲ ｼｵﾘ 781 怡土　涼香(01)
707 三井　めぐみ(01) ﾐﾂｲ ﾒｸﾞﾐ 780 山内　悠莉(02)
709 山本　姫加(01) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾒｶ 782 星子　天音(01)

4 6 福岡高 766 深江　唯花(01) ﾌｶｴ ﾕｲｶ 51.63 4 8 自由ケ丘高 722 木宮　麻琴(03) ｷﾉﾐﾔ ﾏｺﾄ 51.74
767 荒木　優葵子(02) ｱﾗｷ ﾕｷｺ 719 宇梶　純叶(01) ｳｶｼﾞ ｶｽﾐ
769 永見　理紗(03) ﾅｶﾞﾐ ﾘｻ 718 岩本　愛美(02) ｲﾜﾓﾄ ｱｲﾐ
768 古田　希実(04) ﾌﾙﾀ ﾉｿﾞﾐ 720 田近　咲(02) ﾀｼﾞｶ ｻｷ

5 3 糸島高 683 月形　文乃(02) ﾂｷｶﾞﾀ ｱﾔﾉ 52.45 5 4 東筑高 749 多田　桃菜(03) ﾀﾀﾞ ﾓﾓﾅ 51.79
685 重山　幸葉(03) ｼｹﾞﾔﾏ ﾖﾂﾊﾞ 748 小村　愛(02) ｺﾑﾗ ｱｲ
686 吉村　紗羽(04) ﾖｼﾑﾗ ｻﾜ 750 仲野　怜奈(02) ﾅｶﾉ ﾚﾅ
684 谷　沙也加(02) ﾀﾆ ｻﾔｶ 751 林　穂佳(02) ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ

6 8 古賀竟成館高 712 伊東　圭(03) ｲﾄｳ ｹｲ 53.98 6 9 八女高 802 井上　華梨(02) ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 51.81
714 高橋　花梨(03) ﾀｶﾊｼ ｶﾘﾝ 807 服部　光(02) ﾊｯﾄﾘ ﾋｶﾘ
715 柳川　　翠音(04) ﾔﾅｶﾞﾜ ﾐｵﾄ 806 野崎　花帆(02) ﾉｻﾞｷ ｶﾎ
717 古野　佑奈(02) ﾌﾙﾉ ﾕｳﾅ 804 江﨑　雅(02) ｴｻｷ ﾐﾔﾋﾞ

7 4 北九州高 691 山崎　愛奈(03) ﾔﾏｻｷ ﾏﾅ 54.30 7 5 八幡高 800 田上　陽菜(03) 53.26
688 小森　実香(01) ｺﾓﾘ ﾐｶ 797 田邉　百花(01)
690 中山　玲愛(02) ﾅｶﾔﾏ ﾚｱ 801 松尾　美咲(03)
692 塩﨑　愛子(03) ｼｵｻﾞｷ ｱｲｺ 798 伊藤　夢乃(02)

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 中村学園女子高 757 堤　香凜(02) ﾂﾂﾐ ｶﾘﾝ 47.46
754 田代　恵美(01) ﾀｼﾛ ﾒｸﾞﾐ
756 合沢　実玲(02) ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾚｲ
758 村岡　芽依(02) ﾑﾗｵｶ ﾒｲ

2 7 筑紫女学園高 747 森光　遥香(03) ﾓﾘﾐﾂ ﾊﾙｶ 48.32
744 前田　凜(02) ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝ
743 熊谷　英(02) ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾅｺ
746 足立　桐華(03) ｱﾀﾞﾁ ﾄｳｶ

3 9 福大若葉高 787 渡邉　茜(01) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 49.02
785 川口　里利可(02) ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾘｶ
786 小西　彩菜(02) ｺﾆｼ ｻﾅ
784 江口　のぞみ(01) ｴｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ

4 8 近大福岡高 705 神崎　真凜(03) ｶﾝｻﾞｷ ﾏﾘﾝ 49.31
702 久保井　さくら(02) ｸﾎﾞｲ ｻｸﾗ
704 上田　紗矢香(04) ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ
700 井上　沙耶(01) ｲﾉｳｴ ｻﾔ

5 6 八女工高 811 野口　美空(03) ﾉｸﾞﾁ ﾐｸ 49.46
808 江藤　亜衣(01) ｴﾄｳ ｱｲ
810 山田　実夢(01) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ
809 原田　璃奈(02) ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾅ

6 5 九産大九州高 696 末廣　香子 ｽｴﾋﾛ ｶｺ 50.06
694 町田　未咲 ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻｷ
698 野見山　心寧 ﾉﾐﾔﾏ ｺｺﾈ
697 前土佐　彩花 ﾏｴﾄｻ ｱﾔｶ

7 2 青豊高 740 河野　愁星(03) ｺｳﾉ ｼｭｳｾｲ 50.15
737 伊藤　彩香(02) ｲﾄｳ ｱﾔｶ
736 工藤　楓(01) ｸﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ
739 井上　美羽(04) ｲﾉｳｴ ﾐｳ

8 3 福岡女学院高 776 長島　佳穂 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾎ 50.71
772 奥　すみれ ｵｸ ｽﾐﾚ
774 久家　明梨 ｸｶﾞ ｱｶﾘ
775 小宮　彩花 ｺﾐﾔ ｱﾔｶ



タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 中村学園女子高 10180 堤　香凜(02) ﾂﾂﾐ ｶﾘﾝ 47.46
田代　恵美(01) ﾀｼﾛ ﾒｸﾞﾐ
合沢　実玲(02) ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾚｲ
村岡　芽依(02) ﾑﾗｵｶ ﾒｲ

2 修猷館高 10117 井原　茜(01) ｲﾊﾗ ｱｶﾈ 47.87
末光　琴梨(02) ｽｴﾐﾂ ｺﾄﾘ
金　普恩(01) ｷﾑ ﾒｸﾞﾐ
田中　安津子(02) ﾀﾅｶ ｱﾂｺ

3 筑紫女学園高 10152 森光　遥香(03) ﾓﾘﾐﾂ ﾊﾙｶ 48.32
前田　凜(02) ﾏｴﾀﾞ ﾘﾝ
熊谷　英(02) ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾅｺ
足立　桐華(03) ｱﾀﾞﾁ ﾄｳｶ

4 福大若葉高 10271 渡邉　茜(01) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 49.02
川口　里利可(02) ｶﾜｸﾞﾁ ﾘﾘｶ
小西　彩菜(02) ｺﾆｼ ｻﾅ
江口　のぞみ(01) ｴｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ

5 近大福岡高 10054 神崎　真凜(03) ｶﾝｻﾞｷ ﾏﾘﾝ 49.31
久保井　さくら(02) ｸﾎﾞｲ ｻｸﾗ
上田　紗矢香(04) ｳｴﾀﾞ ｻﾔｶ
井上　沙耶(01) ｲﾉｳｴ ｻﾔ

6 八女工高 10312 野口　美空(03) ﾉｸﾞﾁ ﾐｸ 49.46
江藤　亜衣(01) ｴﾄｳ ｱｲ
山田　実夢(01) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕ
原田　璃奈(02) ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾅ

7 西南学院高 10131 瀧口　友美(03) ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾐ 49.71
得能　玲那(03) ﾄｸﾉｳ ﾚｲﾅ
桑山　理子(02) ｸﾜﾔﾏ ﾘｺ
後藤　紗衣(02) ｺﾞﾄｳ ｻｴ

8 九産大九州高 10046 末廣　香子 ｽｴﾋﾛ ｶｺ 50.06
町田　未咲 ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻｷ
野見山　心寧 ﾉﾐﾔﾏ ｺｺﾈ
前土佐　彩花 ﾏｴﾄｻ ｱﾔｶ



中学女子4X100mR
審 判 長：橋本　忠志
記録主任：山下　真一

日本中学記録(NJHR)           47.30     埼玉・朝霞一(金子・原賀・田中・土井)  2009
福岡県中学記録(FJHR)         48.92     福岡・百道(堀内・冨山・松元・原口)    2003 6月29日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 学業院中 530 日野　珠華(04) ﾋﾉ ｼﾞｭｶ 49.76 1 4 前原中 647 中山　あかり(04) ﾅｶﾔﾏ ｱｶﾘ 51.39
533 川崎　優衣(05) ｶﾜｻｷ ﾕｲ 648 日高　舞華(04) ﾋﾀﾞｶ ﾏｲｶ
534 立川　こころ(05) ﾀﾂｶﾜ ｺｺﾛ 649 宮本　真歩(04) ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾎ
529 三善　美弥(04) ﾐﾖｼ ﾐﾐ 650 波多江　穂果(05) ﾊﾀｴ ﾎﾉｶ

2 2 姪浜中 671 平江　成美 ﾋﾗｴ ﾅﾙﾐ 50.83 2 5 友泉中 677 渕上　杏珠(05) ﾌﾁｶﾞﾐ ｱﾝｼﾞｭ 51.63
674 津田　みずき ﾂﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 680 篠崎　杏水(04) ｼﾏｻﾞｷ ｱﾐ
672 徳島　渚月 ﾄｸｼﾏ ﾅﾂｷ 678 國分　彩未(04) ｺｸﾌﾞ ｱﾐ
675 明日山　結月 ｱｹﾋﾞﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 679 藤田　亜紗樹(04) ﾌｼﾞﾀ ｱｻｷ

3 3 城西中 586 若狭　愛美(05) ﾜｶｻ ｱﾐ 51.41 3 8 粕屋東中 541 上村　明空(04) ｳｴﾑﾗ ﾐｸ 51.68
587 木本　柊花(04) ｷﾓﾄ ｼｭｳｶ 546 柴藤　凜(05) ｼﾊﾞﾄｳ ﾘﾝ
588 菅野　萌々(04) ｽｶﾞﾉ ﾓﾓ 543 仲村　朱莉(04) ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
589 小森　穂ノ香(05) ｺﾓﾘ ﾎﾉｶ 544 平松　和香菜(04) ﾋﾗﾏﾂ ﾜｶﾅ

4 7 苅田中 555 後藤　唯七(05) ｺﾞﾄｳ ﾕｲﾅ 52.83 4 6 泉中 510 豊田　唯花(05) ﾄﾖﾀﾞ ﾕｲｶ 51.75
557 谷本　実優(06) ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾕ 509 則松　凜(05) ﾉﾘﾏﾂ ﾘﾝ
558 松下　依央(06) ﾏﾂｼﾀ ｲｵ 508 村尾　亞瑚(04) ﾑﾗｵ ｱｺ
553 綾部　奈々乃(04) ｱﾔﾍﾞ ﾅﾅﾉ 507 野本　愛華(04) ﾉﾓﾄ ｱｲﾅ

5 5 飯塚第一中 501 大野　花(04) ｵｵﾉ ﾊﾅｺ 53.17 5 9 平尾中 636 正手　亜美(04) ｼｮｳﾃ ｱﾐ 52.02
503 久保井　きずな(04) ｸﾎﾞｲ ｷｽﾞﾅ 640 山田　彩可(05) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
502 奥　夢羽(05) ｵｸ ﾕｳ 635 齋藤　ゆず葉(04) ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾊ
504 宮田　羽未(04) ﾐﾔﾀ ｳﾐ 637 バクストン　キアナ(05) ﾊﾞｸｽﾄﾝ ｷｱﾅ

6 4 宮若西中 660 石松　真歩(04) ｲｼﾏﾂ ﾏﾎ 54.05 6 7 高宮中 602 内田　詩乃(04) ｳﾁﾀﾞ ｼﾉ 52.10
664 吉村　七実(05) ﾖｼﾑﾗ ﾅﾅﾐ 604 下田代　歩乃花(04) ｼﾓﾀｼﾛ ﾎﾉｶ
663 古井　花歩(05) ﾌﾙｲ ｶﾎ 605 田北　実和子(05) ﾀｷﾀ ｷﾜｺ
662 狩野　結子(05) ｶﾉ ﾕｲｺ 606 前田　遥(05) ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ

7 6 那珂中 621 矢野　理聖(04) ﾔﾉ ﾘｾ 54.66 7 3 香椎第２中 536 平和　怜奈(04) ﾋﾗﾜ ﾚﾅ 53.49
618 盛満　香織(04) ﾓﾘﾐﾂ ｶｵﾘ 538 高丘　芙佳(04) ﾀｶｵｶ ﾌｳｶ
620 寺田　琴羽(05) ﾃﾗﾀﾞ ｺﾄﾊ 537 安樂　美菜子(05) ｱﾝﾗｸ ﾐﾅｺ
623 宮田　彩世(05) ﾐﾔﾀ ｻﾖ 539 宮元　穂佳(04) ﾐﾔﾓﾄ ﾎﾉｶ

9 高取中 599 松原　葵(04) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｵｲ DQ,R2 8 2 梅林中 517 山口　心花(04) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾊﾅ 54.38
598 池田　葵(05) ｲｹﾀﾞ ｱｵｲ 519 平田　伊緒菜(05) ﾋﾗﾀ ｲｵﾅ
601 宗　倫加(06) ｿｳ ﾘﾝｶ 518 小樋井　千里(05) ｺﾋｲ ﾁｻﾄ
600 中川　海優(05) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｳ 522 山本　さくら(05) ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 田主丸中 608 廣田　花鈴(04) ﾋﾛﾀ ｶﾘﾝ 51.02 1 4 大木AC 526 西田　藍(04) ﾆｼﾀﾞ ﾗﾝ 49.42
610 生野　倫代(05) ｲｸﾉ ﾐﾁﾖ 527 長尾　ひなた(04) ﾅｶﾞｵ ﾋﾅﾀ
611 宮﨑　鈴奈(05) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚﾅ 528 田島　優月(06) ﾀｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ
609 田中　さゆり(04) ﾀﾅｶ ｻﾕﾘ 523 龍　実由(04) ﾘｭｳ ﾐﾕ

2 7 原北中 632 長南　胡桃(05) ﾁｮｳﾅﾝ ｸﾙﾐ 51.22 2 3 筑紫野南中 614 豊福　優日(04) ﾄﾖﾌｸ ﾕｳﾋ 50.62
630 浅野　ひかり(04) ｱｻﾉ ﾋｶﾘ 612 竹野内　舞(04) ﾀｹﾉｳﾁ ﾏｲ
631 尾坂　あかり(04) ｵｻｶ ｱｶﾘ 613 足立　茉奈(04) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾅ
633 森　三菜美(05) ﾓﾘ ﾐﾅﾐ 617 保楊枝　琴乃(06) ﾎﾖｼ ｺﾄﾉ

3 5 木屋瀬中 565 松本　夢叶(05) ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾒｶ 51.30 3 7 思永中 572 沓屋　栞奈(05) ｸﾂﾉﾔ ｶﾝﾅ 50.67
564 小嶋　花歩(04) ｺｼﾞﾏ ｶﾎ 569 岡　梨音(04) ｵｶ ﾘｵﾝ
566 松本　桔梗(04) ﾏﾂﾓﾄ ｷｷｮｳ 570 是則　まこ(04) ｺﾚﾉﾘ ﾏｺ
568 鈴木　聖菜(04) ｽｽﾞｷ ｾﾅ 571 伊藤　純奈(05) ｲﾄｳ ｼﾞｭﾅ

4 2 羽犬塚中 627 井樋　紀香(05) ｲﾋﾞ ﾉﾘｶ 51.51 4 9 西南学院中 594 一ノ瀬　麻衣(04) ｲﾁﾉｾ ﾏｲ 51.26
626 角　胡花(04) ｽﾐ ｺﾊﾅ 597 久冨　祐奈(04) ｸﾄﾞﾐ ﾕｳﾅ
625 今泉　れん(04) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 596 清松　布成美(04) ｷﾖﾏﾂ ﾎﾅﾐ
624 岡島　あゆな(04) ｵｶｼﾞﾏ ｱﾕﾅ 593 藤　史月(04) ﾄｳ ｼﾂﾞｷ

5 4 内浜中 513 岩谷　果歩(04) ｲﾜﾔ ｶﾎ 51.68 5 5 城山中 584 入江　奈央(04) ｲﾘｴ ﾅｵ 51.35
512 小代　汐里(04) ｼｮｳﾀﾞｲ ｼｵﾘ 583 立石　留以(04) ﾀﾃｲｼ ﾙｲ
514 井本　莉杏(04) ｲﾓﾄ ﾘｱﾝ 581 花田　野ノ夏(04) ﾊﾅﾀﾞ ﾉﾉｶ
511 矢野　真帆(04) ﾔﾉ ﾏﾎ 580 泉　双葉(04) ｲｽﾞﾐ ﾌﾀﾊﾞ

6 3 黒崎中 562 本田　結梨(05) ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾘ 52.07 6 2 志免中 575 和田　葵衣(04) ﾜﾀﾞ ｱｵｲ 51.60
559 中園　愛美(04) ﾅｶｿﾞﾉ ｱﾐ 578 長坂　梨瑚(06) ﾅｶﾞｻｶ ﾘｺ
563 江口　凛音(05) ｴｸﾞﾁ ﾘﾉ 577 大塚　ひかり(04) ｵｵﾂｶ ﾋｶﾘ
560 中島　百花(04) ﾅｶｼﾏ ﾓﾓｶ 579 古賀　杏(05) ｺｶﾞ ｱﾝｽﾞ

7 9 前原東中 655 井上　夢彩(06) ｲﾉｳｴ ﾕｲ 52.17 8 河東中 548 安武　千夏(04) ﾔｽﾀｹ ﾁﾅﾂ DQ,R6

656 林　心春(06) ﾊﾔｼ ｺﾊﾙ 549 大津　そら(04) ｵｵﾂ ｿﾗ
653 長島　里桜(04) ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｵ 550 柴田　咲采(04) ｼﾊﾞﾀ ｻﾔ
658 村上　奈々(06) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 547 綱脇　桜子(04) ﾂﾅﾜｷ ｻｸﾗｺ

8 8 席田中 667 土屋　夏琉(04) ﾂﾁﾔ ﾅﾁﾙ 52.35 6 福岡雙葉中 DNS
669 松永　凜(04) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘﾝ
666 柴田　渚月(04) ｼﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ
665 植山　真心(04) ｳｴﾔﾏ ｺｺﾛ



タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 大木AC 20048 西田　藍(04) ﾆｼﾀﾞ ﾗﾝ 49.42
長尾　ひなた(04) ﾅｶﾞｵ ﾋﾅﾀ
田島　優月(06) ﾀｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ
龍　実由(04) ﾘｭｳ ﾐﾕ

2 学業院中 20069 日野　珠華(04) ﾋﾉ ｼﾞｭｶ 49.76
川崎　優衣(05) ｶﾜｻｷ ﾕｲ
立川　こころ(05) ﾀﾂｶﾜ ｺｺﾛ
三善　美弥(04) ﾐﾖｼ ﾐﾐ

3 筑紫野南中 20264 豊福　優日(04) ﾄﾖﾌｸ ﾕｳﾋ 50.62
竹野内　舞(04) ﾀｹﾉｳﾁ ﾏｲ
足立　茉奈(04) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾅ
保楊枝　琴乃(06) ﾎﾖｼ ｺﾄﾉ

4 思永中 20159 沓屋　栞奈(05) ｸﾂﾉﾔ ｶﾝﾅ 50.67
岡　梨音(04) ｵｶ ﾘｵﾝ
是則　まこ(04) ｺﾚﾉﾘ ﾏｺ
伊藤　純奈(05) ｲﾄｳ ｼﾞｭﾅ

5 姪浜中 20403 平江　成美 ﾋﾗｴ ﾅﾙﾐ 50.83
津田　みずき ﾂﾀﾞ ﾐｽﾞｷ
徳島　渚月 ﾄｸｼﾏ ﾅﾂｷ
明日山　結月 ｱｹﾋﾞﾔﾏ ﾕｽﾞｷ

6 田主丸中 20243 廣田　花鈴(04) ﾋﾛﾀ ｶﾘﾝ 51.02
生野　倫代(05) ｲｸﾉ ﾐﾁﾖ
宮﨑　鈴奈(05) ﾐﾔｻﾞｷ ﾚﾅ
田中　さゆり(04) ﾀﾅｶ ｻﾕﾘ

7 原北中 20319 長南　胡桃(05) ﾁｮｳﾅﾝ ｸﾙﾐ 51.22
浅野　ひかり(04) ｱｻﾉ ﾋｶﾘ
尾坂　あかり(04) ｵｻｶ ｱｶﾘ
森　三菜美(05) ﾓﾘ ﾐﾅﾐ

8 西南学院中 20221 一ノ瀬　麻衣(04) ｲﾁﾉｾ ﾏｲ 51.26
久冨　祐奈(04) ｸﾄﾞﾐ ﾕｳﾅ
清松　布成美(04) ｷﾖﾏﾂ ﾎﾅﾐ
藤　史月(04) ﾄｳ ｼﾂﾞｷ



小学混合4X100mR
審 判 長：橋本　忠志
記録主任：山下　真一

6月30日 10:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 すがお陸上クラブ-Ｂ 1013 矢野　百合子 ﾔﾉ ﾕﾘｺ 58.41 1 6 すがお陸上クラブ-Ａ 1009 村山　湧音 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 56.67
1014 古川　智朗 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾛｳ 1010 橋本　陀門 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾓﾝ
1015 鬼木　結菜 ｵﾆｷ ﾕｲﾅ 1011 岡本　彩希 ｵｶﾓﾄ ｻｷ
1016 宮浦　虎太郎 ﾐﾔｳﾗ ｺﾀﾛｳ 1012 内田　結萌 ｳﾁﾀﾞ ﾕﾒ

2 5 大木AC-B 1031 石川　遼 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 59.71 2 5 アローザルB 1007 出口　快佳 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼｶ 57.69
1029 松永　虎輝 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｷ 1005 花田　椋 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳ
1032 手塚　さら紗 ﾃﾂｶ ｻﾗｻ 1006 堤　亜蘭 ﾂﾂﾐ ｱﾗﾝ
1030 広松　穂香 ﾋﾛﾏﾂ ﾎﾉｶ 1008 堤　百花 ﾂﾂﾐ ﾓﾓｶ

3 6 新田原ランナーズ-B 1025 野中　友香 ﾉﾅｶ ﾄﾓｶ 1:01.09 3 7 八女ＪＡＣ-A 1049 樋口　明歩 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾎ 58.68
1026 舛田　詩央 ﾏｽﾀﾞ ｼｵｳ 1052 田中　寧々愛 たなか ねねあ
1027 江南　蘭花 ｺｳﾅﾝ ﾗﾝｶ 1050 古川　颯真 ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾏ
1028 末廣　遼真 ｽｴﾋﾛ ﾘｮｳﾏ 1051 中島　寛太 ﾅｶｼﾏ ｶﾝﾀ

4 7 八女ＪＡＣ-B 1055 山口　蓮斗 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝﾄ 1:01.31 4 4 那珂川ジュニアランナーズ-B 1045 花園　小春 ﾊﾅｿﾞﾉ ｺﾊﾙ 58.91
1054 三宅　凰介 ﾐﾔｹ ｵｳｽｹ 1046 縄田　晴輝 ﾅﾜﾀ ﾊﾙｷ
1056 岡田　彩音 ｵｶﾀﾞ ｱﾔﾈ 1047 宇野　史栞 ｳﾉ ｼｵﾘ
1053 伊藤　心暖 ｲﾄｳ ﾐﾉﾝ 1048 野口　想大 ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ

5 4 UGTC 1061 行船　純花 ﾕｷﾌﾈ ｼﾞｭﾝｶ 1:01.34 5 3 みつはし陸上クラブ 1068 柏村　陸人 ｶｼﾜﾑﾗ ﾘｸﾄ 1:00.17

1063 藤森　文音 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔﾈ 1066 小原　らん ｵﾊﾗ ﾗﾝ
1062 藤　颯樹 ﾄｳ ｻﾂｷ 1065 内田　昊龍 ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾘｭｳ
1064 松本　大和 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾏﾄ 1067 浅川　そら ｱｻｶﾜ ｿﾗ

6 3 苅田与原ＲＣ－Ｂ 1069 松永　陸玖 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｸ 1:01.41 2 柳川アスリートスポーツクラブ DNS
1071 宮本　麗花 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲｶ
1070 川越　涼太郎 ｶﾜｺﾞｴ ﾘﾖｳﾀﾛｳ
1072 栗田　花南 ｸﾘﾀ ｶﾅﾐ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 那珂川ジュニアランナーズ-A 1041 江藤　朱里 ｴﾄｳ ｱｶﾘ 54.20
1042 山下　学仁 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ
1043 池田　愛実 ｲｹﾀﾞ ｱﾐ
1044 長戸　健士郎 ﾅｶﾞﾄ ｹﾝｼﾛｳ

2 3 アローザルA 1001 関　優葵 ｾｷ ﾕｳｷ 54.62
1002 安井　柚華 ﾔｽｲ ﾕｽﾞｶ
1003 西村　大地 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ
1004 山田　茉央 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ

3 5 大木AC-A 1034 井上　遙斗 ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 55.24
1033 中村　友香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ
1036 長尾　ひいろ ﾅｶﾞｵ ﾋｲﾛ
1035 執行　奏向 ｼｷﾞｮｳ ｶﾅﾀ

4 7 新田原ランナーズ-A 1021 犬塚　萌衣 ｲﾇﾂﾞｶ ﾒｲ 56.69
1022 徳永　遼太 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ
1023 縫谷　愛々花 ﾇｲﾔ ﾉﾉﾊ
1024 川上　陽大 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾋﾛ

5 6 苅田与原ＲＣ-A 1017 嶋名　琉生 ｼﾏﾅ ﾙｲ 57.08
1018 遠藤　空翔 ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗﾄ
1020 海東　李寿 ｶｲﾄｳ ﾘｽﾞ
1019 西村　美咲 ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｷ

6 2 田川ＲＣ 1037 福嶋　志保 ﾌｸｼﾏ ｼﾎ 1:00.53

1038 太郎丸　雅日 ﾀﾛｳﾏﾙ ﾐﾔﾋﾞ
1039 森田　大輝 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ
1040 前田　銀河 ﾏｴﾀﾞ ｷﾞﾝ



タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 那珂川ジュニアランナーズ-A 30021 江藤　朱里 ｴﾄｳ ｱｶﾘ 54.20
山下　学仁 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ
池田　愛実 ｲｹﾀﾞ ｱﾐ
長戸　健士郎 ﾅｶﾞﾄ ｹﾝｼﾛｳ

2 アローザルA 30011 関　優葵 ｾｷ ﾕｳｷ 54.62
安井　柚華 ﾔｽｲ ﾕｽﾞｶ
西村　大地 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ
山田　茉央 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵ

3 大木AC-A 30019 井上　遙斗 ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 55.24
中村　友香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ
長尾　ひいろ ﾅｶﾞｵ ﾋｲﾛ
執行　奏向 ｼｷﾞｮｳ ｶﾅﾀ

4 すがお陸上クラブ-Ａ 30013 村山　湧音 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 56.67
橋本　陀門 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾓﾝ
岡本　彩希 ｵｶﾓﾄ ｻｷ
内田　結萌 ｳﾁﾀﾞ ﾕﾒ

5 新田原ランナーズ-A 30016 犬塚　萌衣 ｲﾇﾂﾞｶ ﾒｲ 56.69
徳永　遼太 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ
縫谷　愛々花 ﾇｲﾔ ﾉﾉﾊ
川上　陽大 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾋﾛ

6 苅田与原ＲＣ-A 30015 嶋名　琉生 ｼﾏﾅ ﾙｲ 57.08
遠藤　空翔 ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗﾄ
海東　李寿 ｶｲﾄｳ ﾘｽﾞ
西村　美咲 ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｷ

7 アローザルB 30012 出口　快佳 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾖｼｶ 57.69
花田　椋 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳ
堤　亜蘭 ﾂﾂﾐ ｱﾗﾝ
堤　百花 ﾂﾂﾐ ﾓﾓｶ

8 すがお陸上クラブ-Ｂ 30014 矢野　百合子 ﾔﾉ ﾕﾘｺ 58.41
古川　智朗 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾛｳ
鬼木　結菜 ｵﾆｷ ﾕｲﾅ
宮浦　虎太郎 ﾐﾔｳﾗ ｺﾀﾛｳ


